
● ● 特別開催「親子DE着物まちあるき」特別開催「親子DE着物まちあるき」※要予約※要予約 大人 4,000 円、大人 4,000 円、子ども 3,000 円子ども 3,000 円
●●ドレミファそんりゅう 大道芸　ドレミファそんりゅう 大道芸　●●ひな祭り箏曲コンサート　ひな祭り箏曲コンサート　●● ひな祭り記念撮影会　ひな祭り記念撮影会　
●●「押花で万華鏡をつくろう」14:00 ～ 16:00【定員】12人【参加費】500円「押花で万華鏡をつくろう」14:00 ～ 16:00【定員】12人【参加費】500円
●● うたごえ喫茶　うたごえ喫茶　●● 駄菓子屋駄菓子屋
【問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）  ※火曜日休館

【展示期間】【展示期間】3 月 3日（火）まで　午前 10時～午後 4時 　※最終日は午後 3時まで3月 3日（火）まで　午前 10時～午後 4時 　※最終日は午後 3時まで
【ところ】【ところ】久保講堂、真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館など久保講堂、真岡木綿会館、久保記念観光文化交流館など ※火曜日休館※火曜日休館　 　 
◆同時開催：◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）、　真岡・浪漫ひな飾りスタンプラリー（景品あり）ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）、　真岡・浪漫ひな飾りスタンプラリー（景品あり）

第十一章第十一章『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』開催中開催中

3月 1日（日）3月 1日（日）久保邸 ひなまつりイベント久保邸 ひなまつりイベント 開催開催
【とき】3月 1 日（日）午前 10 時～午後 3 時【とき】3月 1 日（日）午前 10 時～午後 3 時
【ところ】【ところ】久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館

入館料入館料

無料無料

イベント内容イベント内容

「親が病気やけがをしてしまった」「親から虐待を
受け、家庭に置いておけない」など、さまざまな事
情により家庭で暮らすことができない子どもたちが
います。
里親制度は、実の親に代わり、こ

のような子どもたちを家庭的な環境
のもとで養育する制度です。
　栃木県では、より多くの方々に里親制度につ
いて知っていただき、里親になっていただける
方を求めています。
　子どものために何かをしてあげたいと考えて
いる方、子どもを養育してみたい方、里親にな
りませんか。

【問い合わせ】
栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当　
　☎ 028-665-7830 FAX028-665-7831　
　E ﾒｰﾙ：chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp
　こども家庭課家庭相談係
　☎ 82-1113 FAX82-2340

　里親になるためには特別な資格は必要ありま
せん。子どもの養育に理解があり、熱意と愛情
を持っている方で、一定の条件を満たしていれ
ば里親になることができます。
　なお、事前に基礎研修と登録前研修を受けて
いただく必要があります。
手続き等の詳細や、制度に関する問い合わせ

については、下記まで連絡ください。

子ども子どものの里親里親になりませんかになりませんか

春春のの全国火災予防運動全国火災予防運動
３月１日（日）～７日（土）３月１日（日）～７日（土）

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
　これからの季節は、空気が乾燥し火災が発生
しやすいため、十分注意しましょう。住宅では、
火を使う場所だけではなく、建物周辺にも燃え
やすいものは置かないようにしましょう。さら
に、逃げ遅れを防ぐため、住宅
用火災警報器を設置しましょう。
※期間中、8時と 19時にサイレ
　ンを鳴らします。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部 真岡消防署 ☎ 82-3161

市税等納期限《２月》市税等納期限《２月》
①国民健康保険税（第8期）
②後期高齢者医療保険料（第8期）
③介護保険料（第8期）
【納期限・口座振替】3月 2日（月）
【問い合わせ】
①②国保年金課保険税係☎83-8594 FAX83-6205
③いきいき高齢課介護保険係☎83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替
　納税課収納管理係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

市農業委員会委員・農地利用市農業委員会委員・農地利用
最適化推進委員最適化推進委員をを公募公募しますします

農業委員農業委員
【募集人数】16人　
【任期】令和2年 7月 20日～令和 5年 7月 19日
【業務内容】
①農地の権利移動や転用に係る許認可の業務
②農地の集積・集約化等の農地利用最適化の業務
③人・農地プラン実質化の地域の調整役
【応募資格】農業に関する識見を有し、農地等の
利用の最適化の推進に関する事項等に関し、そ
の職務を適切に行うことができる方

農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員
【募集人数】16人　
【任期】委嘱の日～令和 5年 7月 19日
【業務内容】
①農地の集積・集約化等の農地利用最適化の業務
②農地中間管理機構と連携して行う業務
③人・農地プラン実質化の地域の調整役
【応募資格】農地等の利用の最適化の推進に熱意
と識見を有する方

共通事項共通事項
【報酬】月額 41,000 円（両委員とも）
【受付期間】2月 14日（金）～ 3月 13日（金）
【推薦・応募方法】規定の様式に必要事項を記入し、
　添付書類と共に下記窓口へ提出
※必要書類は、下記窓口で配布または、
　市HPにてダウンロード可
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　農業委員会事務局　☎83-8188 FAX83-0199

市HPQR ｺｰﾄﾞ

浄化槽設置補助制度浄化槽設置補助制度
浄化槽設置補助制度の一部が、4月より変更

となります。
※住宅の建て替え等も含め合併浄化槽を更新す
　る場合は補助の対象外となります。
※単独浄化槽を合併浄化槽に設置替えする場合
　は、別項目の補助金もあります。

◆単独浄化槽撤去費 上限 90,000 円以内
　（撤去が必要な同一敷地内設置の場合のみ）
◆宅内配管工事費 上限 300,000 円以内
　（浄化槽への配管・桝・宅内排水処理装置を含む）
※補助を受ける際には、いくつかの要件があり
　ますので、下記まで問い合わせください。

①浄化槽の保守点検を県の登録業者と委託契約
　していますか。
②清掃（浄化槽内の汲み取り）を毎年実施して
　いますか。
③浄化槽法第 11条の検査（浄化槽処理水の水質
　検査など）を毎年 1回受けていますか。
　（4月 1日より、手数料が 3,300 円に改定にな
　ります）

★浄化槽の維持管理は、浄化槽法で義務付けら
　れています！

浄化槽を設置する場合浄化槽を設置する場合

家庭用の浄化槽をお使いの方へ家庭用の浄化槽をお使いの方へ

単独浄化槽から合併浄化槽に単独浄化槽から合併浄化槽に
設置替えする場合設置替えする場合

（建て替え等の場合を除く）（建て替え等の場合を除く）

浄化槽の人槽 補助額 住宅の大きさ等

5人槽 332,000 円 床面積
130㎡以下

7人槽 414,000 円 床面積
130㎡を超える

10人槽 548,000 円 二世帯住宅など

【問い合わせ】下水道課農業集落排水係
　☎83-8144 FAX83-8142

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

３月３月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
【ところ】観光まちづくりセンター

と　き 内　容（主催） 参加料
1日（日）、22日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

5日（木）、19日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

7日（土）、21日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

12日（木）、26日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

付いてますか？付いてますか？ 住宅用火災警報器住宅用火災警報器
　平成21年 6月から、全ての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れました。
　住宅用火災警報器とは、天井や壁に
取り付け、火災時に発生する煙や熱を早期に発見
し、警報音や音声で火災を知らせる器具です。
　既に設置されている住宅は、定期的に作動確認
をしましょう。
　詳細は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部 真岡消防署　☎ 82-3161
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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【3 月2日（月）～3月8日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操
3 月のテーマ
「ながら運動」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
   ケーキ
「令和 2 年真岡市
消防団出初式・通
常点検」
「大谷冬祭り」

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆JUMP UP もおか
トピックニュース、ようこそ市長室へ
「二宮尊徳物産館のリニューアルオープンに
ついて」
もおかインフォ
「確定申告について」

   3 月 3 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ　

11日（水）午前10時～11時 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm
×横 9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎83-1234

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡市老人クラブ大会」


